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練馬区独立 70 周年を祝う記念事業を開催！ 
① アートに触れて体験できる「こどもアートアドベンチャー」 

② 70 周年の誕生日を盛大に祝う「練馬区独立 70 周年記念式典」 

③ 記念日を彩る 4,500 発の仕掛け花火ショー「花火フェスタ」 

と き 

平成 29 年８月１日（火） 

① こどもアートアドベンチャー  午前 10 時～午後５時 

② 記念式典             午後２時～午後４時 20 分（終了予定） 

③ 花火フェスタ           午後４時～午後８時（小雨決行） 

※花火打ち上げは午後７時３０分～（１５分間） 

と こ ろ 

① 練馬区立区民・産業プラザ ３階ココネリホール  （練馬 1‐17‐1）  

② 練馬文化センター大ホール              （練馬 1‐17‐37） 

③ 練馬総合運動場とその周辺              （練馬 2-29-10） 

練馬区独立 70 周年を記念して、誕生日の８月１日は様々なイベントを開催し、区民の皆さんと

ともに祝います。 

 

① アートに触れて体験できる「こどもアートアドベンチャー」 

国内外で活躍している大勢のアーティストが、夏休みの子供たちとともに“アート”

で 70 周年を祝います。プロの版画家蟹江杏さんと一緒に作品を作るライブペインティ

ングや、こま撮りアニメーション体験など 18 種類のアート体験ワークショップが開催さ

れます。（入場無料。一部ワークショップは整理券が必要） 

 

② 70 周年の誕生日を盛大に祝う「練馬区独立 70 周年記念式典」 

 練馬区の誕生日を区民の皆様とともに祝います。70 周年を契機に名誉区民に選

定された、画家の野見山暁治さん（96）と漫画家のちばてつやさん（78）をお招きして

顕彰します。 

また、公益財団法人練馬区文化振興協会理事長である日本を代表するヴァイオリ

ニストの大谷康子さんが、NHK 交響楽団メンバーとともに記念コンサートを行い、馴

染みのある楽曲や映画音楽・タンゴなどを演奏します。なお、一般参加申し込み受け

付けは終了しました。 

 

③ 記念日を彩る 4,500 発の仕掛け花火ショー「花火フェスタ」 

独立記念日の締めくくりとして、4,500 発の仕掛け花火が音楽に合わせて夜空を彩ります。 

また、同時開催でスインギー奥田カルテット Feat.デビッド・マシューズによるスペシャルジャ

ズライブを行います。 

その他、南町小学校から運動場にかけて練馬区商店街連合会による模擬店やステージでのダンス

パフォーマンス、お子様が参加できる各種イベント等がまつりを盛り上げます。 

 各事業への取材を希望される場合はお手数ですが、直接担当部署まで申込みをお願いいたしま

す。 

事前のお知らせ 

▲会場周辺図 



 

【と き】 午前 10 時～午後５時 

  【ところ】 練馬区立区民・産業プラザ ３階ココネリホール（練馬１－17－１） 

 

  

【当日のプログラム】 

   午前 10 時 00 分 オープニングライブ      

   午前 10 時 30 分 ライブペインティング（全４回）   

   午後 １時 00 分 劇団飛行船ミニショー（全２回）    

   午後 ４時 30 分 エンディングライブ 

 

 【ライブペインティング ～大きなキャンパスに絵を描こう～】 

開催時間 ①午前 10 時 30 分 ②午後 12 時 00 分 ③午後１時 30 分 ④ 午後４時 00 分 

   版画家・蟹江杏さんがお絵かきお姉さんとなって、生演奏に合わせて子供 

たちと大きなキャンバスに４回のライブペインティングで１枚の絵を完成させ 

ます。飛び入り参加も大歓迎です。 

  蟹江 杏（かにえ あんず）さん 

   版画家。東京生まれ。自由の森学園卒。ＮＰＯ法人 3.11 こども文庫理事長。 

  美術館や全国百貨店など、国内外で個展多数。壁画、舞台美術、絵本など活躍 

  は多岐にわたる。また、各地の都市型アートイベントにおいて、こどもアート 

プログラムのプロデュースやコーディネートを手がける。文部科学省復興教育 

支援事業では、コーディネーターとして参画。 

     

 【劇団飛行船ミニショー】開催時間 ①午後１時 00 分 ②午後３時 30 分 

   「シンドバットの大冒険」や「オズの魔法使い」など、マスクプレイ 

（お面劇）が人気の「劇団飛行船」によるミニステージを開催します。終演後、

子供たちが参加できるコーナーも実施します。 

 

 【アート体験ワークショップ】 

   当日は 18 種類のワークショップが体験できます。こま撮りアニメーション 

で有名な、ドワーフ「こまねこ」シリーズのアニメーター、峰岸裕和氏に 

よるワークショップでは、実際にキャラクターの「こまちゃん」を動かす 

体験ができます。この他にガラクタ楽器作りや紙すき体験なども行います。 

 

【こどもアートアドベンチャー×ユニクロ T シャツアート展】 

  ユニクロ（練馬駅北口店 ココネリ２階）の店内で、アーティストが描いた 

Ｔシャツを展示します。（期間：７月２４日～８月２日） 

  ８月１日にお店で買い物をしたお子様に、お菓子のプレゼントがあります。 

 

 

【問い合わせ先】練馬区 文化・生涯学習課文化振興係 ☎０３－５９８４－１２８４ 

 

 

 

アートに触れて体験できる！ 

「こどもアートアドベンチャー」 

▲版画家 蟹江杏さん 

▲劇団飛行船 

▲ワークショップの 
作品一例 



 

 

 

 

 

【と き】 午後２時～午後４時 20 分（終了予定） 

【ところ】  練馬文化センター大ホール  （練馬１－17－37） （一般参加受け付けは終了しました） 

 

【当日のプログラム】 

  第一部 

  午後２時～午後３時       記念式典 （名誉区民顕彰は午後２時 30 分頃から） 

  第二部 

  午後３時 20分～午後４時 20分  記念コンサート  

 

【顕彰する名誉区民のプロフィール】 

① 見山 暁治（のみやま ぎょうじ）さん 

   ・96 歳、練馬区早宮在住 

・東京藝術大学名誉教授 

 ・平成 12 年 文化功労者、平成 26 年 文化勲章 

   ・平成 8年 野見山暁治展―その、動く気配の一瞬の形を―（練馬区立美術館） 

   ・平成 13 年 練馬区立美術館運営協議会委員 

・平成 19年 練馬区独立 60 周年記念 名作誕生―巨匠たちのアトリエ―展 

         （練馬区立美術館）に出品 

  ②ちば てつや さん 

   ・78 歳、練馬区富士見台在住 

・代表作「あしたのジョー」（原作：高森朝雄氏） 

   ・平成 24 年 旭日小綬章、平成 26 年 文化功労者 

   ・平成 26 年 アニメプロジェクト in 大泉 2014 でトークショーに出演 

・   同年 あしたのジョー、の時代展（練馬区立美術館） 

   ・平成 27 年 西武池袋線大泉学園駅北口の大泉アニメゲートへの 

「あしたのジョー」の主人公、矢吹丈のモニュメント設置に協力 

 

【コンサート概要】 

 人気・実力ともに日本を代表するヴァイオリニストで、公益財団法人練馬区文化振興協会理事長である大

谷康子氏が、ＮＨＫ交響楽団メンバーとともにコンサートを行う。『アイネ クライネ ナハト ムジーク

（モーツァルト）』や『愛のよろこび（クライスラー）』など馴染みのある楽曲のほか、映画音楽・タンゴな

どが演奏される。 

 

【大谷康子さんプロフィール】 

東京芸術大学、同大学院博士課程修了。文化庁「芸術祭大賞」受賞。 

日本交響楽振興財団理事、東京音楽大学教授、東京芸術大学講師などを務める。 

平成 28 年４月から（公財）練馬区文化振興協会理事長。 

 

 

【問い合わせ】練馬区 総務課総務係 ☎０３－５９８４－２６００ 

 
70 周年の誕生日を盛大に祝う 

「練馬区独立 70 周年記念式典」 

▲ 野見山 暁治さん 

▲ ちば てつやさん 



▲水合戦イメージ 

▲巨大ピタゴラ装置イメージ 

▲デビッド・マシューズさん 

▲スインギー奥田さん 

  
 

  

  

 

 

 

 

 

【当日のプログラム】 

午後４時～     水合戦 WaterBattle（１回目）  （受付は 15 時 30 分開始 各回 45 分） 

          巨大ピタゴラ装置を作って遊ぼう！ 

          模擬店・フードコート 

午後４時 15 分～   ダンスパフォーマンス 

午後５時 00 分～   水合戦 WaterBattle（２回目） 

午後６時 00 分～   水合戦 WaterBattle（３回目） 

午後６時 30 分～   スペシャルジャズライブ 

午後７時 30 分～   4,500 発の仕掛け花火ショー 

 

【スペシャルジャズライブ（場所：花火フェスタメインステージ）】 

＜出演者＞                （練馬総合運動場内） 

デビッド・マシューズさん（ピアノ） 

1942 年アメリカ・ケンタッキー州出身。1976 年、77 年にグラミー賞を受賞。84 年に

「マンハッタン・ジャズ・クインテット（MJQ）」、89 年に「マンハッタン・ジャズ・オー

ケストラ（MJO）」を結成。練馬区在住。 

奥田“スインギー”英人さん（ドラム） 

1966 年東京都生まれ。結成 80 周年を超えた、戦前より活動する世界 

最年長ビッグバンド、ブルースカイオーケストラのバンドリーダーであり、 

ドラマー＆打楽器奏者の第一人者。 

荒川康男（ベース） 

宅間善之（ビブラフォン） 

里見紀子（ヴァイオリン） 

 

【水合戦 WaterBattle（場所：南町小学校校庭とその前の道路）】 

 夏休みと言えば水鉄砲。チームで作戦を練って、相手を攻略する合戦形式のイ

ベントです。子供も大人も一緒に参加できます。 

 

【巨大ピタゴラ装置を作って遊ぼう！（場所：総合運動場内）】 

長い雨どい、ダンボール箱、廃材などを利用して、巨大なピタゴラ装置を 

みんなで作ります。最後には装置の上を泥団子や木の実などを転がし、ゴール 

までたどり着けるかチャレンジします。 

 

 

 
 

【問い合わせ】 練馬区商工観光課まつり係 ☎０３-５９８４-２３８９ 

 

記念日を彩る 4,500 発の仕掛け花火ショー 

「花火フェスタ」！ 
仕掛け花火のイメージ 

【と き】 午後４時～午後８時（小雨決行） ※花火は午後７時３０分～（１５分間） 

【ところ】 練馬総合運動場とその周辺  （練馬 2-29-10） 

 


